
まえがき＝油圧ショベルなどの建設機械の開発において
は，ユーザニーズや環境変化に対応した新製品をタイム
リーに市場に投入するために，開発期間の短縮が必要と
なっている。短期開発のためには，試作前の設計段階で
の高精度なシミュレーションによる事前評価により，試
作機試験で発生する不具合をできる限り少なくしなけれ
ばならない。
　近年のCAE技術によれば，ハードウェア，ソフトウェ
アの進歩により，設計者が開発初期段階で 3次元CADに
よる設計および有限要素法（Finite Element Method，以
下FEMという）による剛性評価，強度評価を行えるよう
になってきた1）。しかし，FEMによる事前評価は適切な
境界条件，荷重条件をもとに行わなければ十分な精度で
評価を行うことができない。
　油圧ショベルの走行や掘削などの作業に対してシミュ
レーションを行う場合，構造物の大変位運動や複雑な構
造物間の接触を考慮する必要があり，従来のFEMでは動
的に発生する荷重や振動を評価することは難しい。そこ
で，油圧ショベル全体系の動的挙動をシミュレーション
により予測する手法として，走行クローラ構造やアタッ
チメント，アッパフレームなどの構造物を含めたショベ
ル全体系モデルを構築し，マルチボディダイナミクスの
手法を用いた予測手法を開発した。それらを実現するた
めの機構解析ツールとして，RecurDyn 2）を用いた。
RecurDynは機構・構造の連成解析機能を持ち，油圧ショ
ベルの走行機構である履帯（クローラ）構造をモデル化
するためのユーザインタフェースを有しており，大変形
かつ接触を考慮した解析が可能なソフトウェアとしてこ
れらの解析に適している。接触を考慮した解析は，通常
多大な計算時間を要するが，Recursive Formulation理論
を用いた定式化により，計算速度が非常に速い特徴を持
っており3），設計段階での繰返し検討を行う際に有利と

なる。
　本稿では，RecurDynを用いた油圧ショベル動的挙動
シミュレーションの事例として，ラフロード走行時の動
的強度評価，平地走行振動評価，およびアタッチメント
動作時の車体挙動（以下動安定挙動）評価を行った結果
について紹介する。

1．解析モデル

　クローラ式油圧ショベルの走行時の車体振動は，地面
とクローラとの接触部から荷重が加えられ，その力と慣
性力によってロワフレーム，アッパフレームなどの構造
物が弾性変形することにより生じる。また，掘削などの
作業時の振動では，アタッチメントの機構部品であるシ
リンダの特性やアタッチメント自体の弾性変形が挙動に
影響する。これらの動作に対して，精度よく車体の挙動
を解析で把握するためには，クローラ部分の接触を考慮
したモデル化と，各フレーム，アタッチメントの弾性変
形を考慮したモデル化が必要である。
　走行系の解析を行う場合，クローラの各コンポーネン
ト（スプロケット，ロワローラ，トラックリンクなど）
のモデル化を詳細に行う必要があるが，RecurDynはこ
れらを剛体として形状をモデル化し，それぞれの接触を
考慮した解析を行っている。ロワフレーム，アッパフレ
ーム，アタッチメントなどの弾性挙動を表現したい構造
物については，MSC/NASTRANを用いて各構造物の固
有値解析を行い，その結果の固有モードおよび質量・剛
性マトリクス，節点・要素情報をRecurDynに取込み，モ
ード合成法に基づいた解析を行う。モード合成法による
解析では，評価すべき構造物の変形が考慮する固有モー
ドで表現できている必要がある。計算時間が少なくて済
む反面，固有値解析の精度が十分でなければ応答解析の
精度が悪くなることがある。しかし，FEMモデルの全自
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由度を考慮した解析や，近年提案されている弾性体間で
の接触を考慮できる手法は，油圧ショベルのような複雑
構造物の挙動解析では計算時間がかかりすぎて実用的で
はない。そこで，固有値解析の境界条件を工夫すること
によって，実際に発生する動的な挙動を表現できるよう
モデル化を行い，モード合成法でも実用的な精度を確保
している。
　図 1はアタッチメント，アッパフレーム，ロワフレー
ムの構造物をそれぞれFEMモデルとし，クローラ走行体
はRecurDynツールを用いた剛体機構系，アタッチメン
トの起伏シリンダは実機油圧シリンダを模擬したスライ
ダ＋バネ要素で構成したモデルの一例を示している。
　どこまでの構造物を弾性体としてモデル化するかは，
設計のどの段階で実施するか，および解析目的に応じて
決定する。たとえば，初期段階でクローラ走行部分のコ
ンポーネントの概略設計を行う場合は，各構造物は重
量，慣性，重心位置などを表現した剛体モデルによる解
析で十分である。ラフロード走行でアッパフレームの強
度のみを評価したい場合では，アタッチメント部は剛体
と質量要素で表現するなどで簡易化し，弾性変形を考慮
したモデル化はアッパフレームとロワフレームに絞るこ
とで計算をより高速化することができる。

2．解析事例

　本章では，平地走行振動解析，ラフロード走行時のフ
レームなどの強度を評価する動的挙動解析，アタッチメ
ント動作時の車体挙動（動安定挙動）を評価する動安定
挙動解析の事例を紹介する。
2．1　平地走行振動解析

　油圧ショベルの平地走行時の振動は，クローラ走行体
と地面との接触により発生する反力が加振力となって発
生する。ロワローラやアイドラ，スプロケットなどの構
成部品はその加振力の大きさに寄与するため，振動を考
慮してその形状や配置などの設計を行う。図2は走行振
動の解析モデルを示す。走行時の加振力の大きさは，ロ
ワローラの位置により大きく左右されるが，その位置を

変更した油圧ショベルを試作して検討すると多大な開発
期間を要する。一方，解析上でその位置を変更し，図 3
に示すような車体の応答加速度を出力してその大きさを
評価することは短期間で実施することができる。また，
アッパローラの位置はクローラのばたつき現象に寄与す
るが，これも同時に解析上で検討することができる。こ
れらの事前解析によって開発のスピードアップに大きく
貢献した。
2．2　ラフロード動的挙動解析

　ラフロード試験は，悪路を想定してブロックを配置し
た路面の上で油圧ショベルを走行させて（図 4），各部の
耐久性を評価する試験である4）。この試験で不具合が発
生し，対策・再試験を行うと開発期間の増大を招くこと
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図 1  油圧ショベルの解析モデル
Fig. 1  Simulation model of hydraulic excavator

図 4  ラフロード走行試験
Fig. 4  Rough road traveling test

図 3  平地走行解析結果
Fig. 3  Simulation result of flat ground traveling
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図 2  平地走行解析モデル
Fig. 2  Simulation model for flat ground traveling
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となるため，事前にラフロード走行時の挙動を予測する
ことは重要である。ラフロード路面をRecurDyn上でモ
デル化し，その上で油圧ショベルを走行させることで，
ラフロード走行時の挙動をシミュレート可能となる。そ
の際，解析モデルをどこまでFEM弾性体モデルで表現す
るかは，解析目的により適切に選択する。
　アッパフレームの応力評価を目的とした解析において
は，アタッチメントおよびロワフレームは，重心位置，
重量・慣性モーメントを表現した剛体モデルとし，アッ
パフレームのみ弾性体モデルを用いた。このモデルを用
いて，単一のラフロードブロックを乗越える挙動解析を
実施した。図5はそのときのアッパフレームの応力コン
ター図を示している。
　挙動解析におけるFEMの応力は，応答解析のモード座
標の応答と，固有値解析で得られる応力モードの計算結
果をもとに算出可能である。図6にアッパフレームのあ
る要素の応力波形出力結果を示す。このように時間軸で
応力波形を出力することができるため，頻度解析を行っ
て寿命評価につなげることが可能となる。実機試験結果
との整合性については，部位によってはまだ差異が大き
いこともあるが，これまでの静的な解析では評価できな
かったラフロードで発生する振動によって生じる応力を
評価することができるようになった。
　ラフロード挙動解析は応力評価のみならず，エンジン
などの動力部品や燃料タンクなど，搭載物の振動挙動を

評価することも可能であり，搭載する機器の耐振動設計
要件の検討にも使用できる。
2．3　動安定挙動解析

　油圧ショベルの作業時において，土砂を積んだ状態で
アタッチメントを速い速度で動かしたとき，その慣性力
によって車体が浮き，連続操作などの際に車体全体が大
きく振動する挙動がある。車体が浮上ると，その着地時
の衝撃により大きな振動が発生することから，アタッチ
メントを最大速度で振下げたときの挙動（動安定挙動）
を解析評価した。この解析では図 1に示す詳細なモデル
を用いている。図7に示すようにアタッチメントを伸ば
した状態で振下げたとき，後方が浮上る現象が起こる。
このときのスプロケット部の上下変位波形を図 8に示
す。車体後方はいったん大きく浮上り，その後も数回小
さく浮上る結果となっているが，この結果は実機とまっ
たく同様の動きが再現できている。図9はこのときのキ
ャブの前後振動加速度の波形を示しているが，後部の着
地の直後に大きな振動が発生していることがわかる。キ
ャブは重量・慣性を表現した剛体モデルで，防振用のキ
ャブマウントの特性を考慮したモデル化を行っている。
この衝撃により発生する振動は，実機ではオペレータの
乗心地評価に影響するものであり，このシミュレーショ
ン技術によって事前に検討することが可能となった。
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図 8  スプロケット部の変位応答
Fig. 8  Displacement response of sprocket
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図 7  アタッチメント動作時のシミュレーション
Fig. 7  Simulation of attachment operation

図 5  ラフロード解析の応力コンター図
Fig. 5  Stress contour of rough road simulation

図 6  ラフロード解析の応力応答
Fig. 6  Stress response of rough road simulation



むすび＝動的挙動シミュレーション技術による，油圧シ
ョベルのラフロード走行解析，平地走行振動解析，動安

定挙動解析の事例について紹介した。これらの技術によ
り，試作段階で発生する振動問題や動的に発生する強度
を設計の初期段階にて予測することができる。このた
め，試作機の完成度を向上させ，開発のスピードアップ
を図ることが可能となる。
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図 9  キャブの加速度応答
Fig. 9  Acceleration response of cabin
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